
　　

1このカタログの利用に関しては「ならコープ 事業約款」に基づきます。ならコープホームページでご確認いただけます。

南座で笑い初め ！ 南座で笑い初め ！ 

心あたたまる人情喜劇で心あたたまる人情喜劇で

笑って祝うお正月 ！笑って祝うお正月 ！

舞台写真はいずれも過去の公演のものです。

4歳以上チケット必要　一等～三等席のうち一等席（1・2階）のみご案内新型コロナウィルス感染拡大防止および感染予防対策として、客席は前後左右を開けた座席配置となります。
2枚以上は斜め前後席になる可能性がございます。

初笑い ! 松竹新喜劇 新春お年玉公演

▲

南座 075-561-1155

劇団四季
『リトルマーメイド』 大阪公演

©Disney©Disney

劇団四季とディズニーの新次元ミュージカル
愛と希望が輝く海は、すぐそこに。

想像を超える驚きと感動が、あなたを待っている！

▲

劇団四季 0570-008-110

公演時間 ： 約２時間３５分（休憩含む）　
Ａ・Ｂ・Ｃ席のご案内はございません。
子ども ： ３歳以上小学生以下。　
３歳以上のお子様はお席をお求めください
（膝上観劇不可）。
※公演当日２歳以下の入場不可。

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
S席 11,000円 11,000円

Ｓ席 ： １階、又は２階　大人と子ども同額

公演日時（2020年～2021年） 注文番号
12月26日（土）１３：0０138002 
1月22日（金）１３：3０138011 
1月30日（土）１３：0０138029  
2月 7日（日）１３：0０138037  
2月17日（水）１３：3０138045  
3月21日（日）１３：0０138053  
3月25日（木）１３：3０138061  

大阪四季劇場
（ＪＲ大阪駅徒歩約２分、
 大阪メトロ梅田駅徒歩約５分）

会場

券種 当日価格 ならコープ価格

ファミリー
S席

大人 11,000円 11,000円
子ども   5,500円    5,500円
事務手数料1枚につき180円加算

ファミリーＳ席 ： １階Ｑ列～Ｕ列、又は２階Ａ列～Ｇ列
公演日時（2021年） 券種 注文番号

2月23日（火・祝）
１３：0０

大人 138070  
子ども 138088  

3月27日 （土）
１３：0０

大人 138096  
子ども 138100  

3月31日 （水）
１３：3０

大人 138118  
子ども 138126  

撮影 ： 下坂敦俊撮影 ： 下坂敦俊©Disney©Disney

撮影 ： 下坂敦俊撮影 ： 下坂敦俊©Disney©Disney

限定
あり

発送   
12/9

請求
12/14～
12/18

劇団四季では各種衛生対策を実施して
おります。詳しくは公式ウェブサイト（https://
www.shiki.jp/）をご覧ください。

公演日時（2021年） 注文番号

Aプロ
1月　4日 （月） 11：００ 138169 
1月　7日 （木） 11：００ 138177 

Bプロ
1月　2日 （土） 16：００ 138185 
1月　6日 （水） 15：００ 138193 
1月　7日 （木） 15：００ 138207 

南座
（阪急京都河原町駅徒歩約３分、京阪祇園四条駅すぐ）

会場

限定
あり

発送   
12/16

請求
12/21～
12/25

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格

一等席 6,000円 3,000円

公演日時（2021年） 注文番号

Aプロ 1月1日（金・祝）13：0０ 138151 

当日価格 ならコープ価格

元日特別価格元日特別価格
事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格

一等席 6,000円 3,500円

嘘は喜劇の始まりか、松竹新喜劇の名作 ！嘘は喜劇の始まりか、松竹新喜劇の名作 ！
息子の嫁より若い妻をもった小山吾平は、後ろめたさから息子に再婚を告げられずにいた。息子の嫁より若い妻をもった小山吾平は、後ろめたさから息子に再婚を告げられずにいた。
そこへ何も知らない息子夫婦が帰ってくることになったから大慌て。そこへ何も知らない息子夫婦が帰ってくることになったから大慌て。
とっさに新妻を、二階の部屋を貸している板野の妻だと紹介してその場をしのごうとするが、とっさに新妻を、二階の部屋を貸している板野の妻だと紹介してその場をしのごうとするが、
運悪く本当の“二階の奥さん”が戻って来て……。運悪く本当の“二階の奥さん”が戻って来て……。

出演 ： 渋谷天外　ほか出演 ： 渋谷天外　ほか

Aプロ ： 『二階の奥さん』Aプロ ： 『二階の奥さん』

出演 ： 藤山扇治郎、久本雅美　ほか出演 ： 藤山扇治郎、久本雅美　ほか

Bプロ ： 『鴨八ネギ次郎』Bプロ ： 『鴨八ネギ次郎』
親子二組が織り成すおかしな恋模様 ！親子二組が織り成すおかしな恋模様 ！
大人気の男女漫才コンビ・鴨八ネギ次郎。夫婦漫才かといわれるほどイキのあった二人だが、大人気の男女漫才コンビ・鴨八ネギ次郎。夫婦漫才かといわれるほどイキのあった二人だが、
舞台を降りると犬猿の仲。ところがある日、二人が結婚するという噂が。実は、鴨八の父と舞台を降りると犬猿の仲。ところがある日、二人が結婚するという噂が。実は、鴨八の父と
ネギ次郎の母が、子供たちに隠れて愛し合っており、ついには駆け落ちを決行 ！ ネギ次郎の母が、子供たちに隠れて愛し合っており、ついには駆け落ちを決行 ！ 
面を食らった鴨八とネギ次郎は何かと助け合うようになり……。面を食らった鴨八とネギ次郎は何かと助け合うようになり……。

舞台写真はいずれも過去の公演のものです。舞台写真はいずれも過去の公演のものです。

※Aプロ・Bプロは出演者が異なりますのでご確認ください。

Aプロ・Bプロ共通 ： 『新春ご挨拶』Aプロ・Bプロ共通 ： 『新春ご挨拶』

出演 ： 渋谷天外、藤山扇治郎、久本雅美出演 ： 渋谷天外、藤山扇治郎、久本雅美

渋谷天外、藤山扇治郎、久本雅美が舞台上にて新春ご挨拶 ！ 渋谷天外、藤山扇治郎、久本雅美が舞台上にて新春ご挨拶 ！ 
にぎやかな新年の幕開けを飾ります。にぎやかな新年の幕開けを飾ります。

はなまるプレスはなまるプレス新
受付期間後のキャンセル・変更はできません。予めご了承のうえお申し込みください。
申し込みの際は、必ず下記のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意！

2020年

11月4回

■店舗利用（共同購入・こまどり便・受取ハウスをご利用でない場合）■共同購入・こまどり便・受取ハウスご利用の場合

●通常はOCR注文書で11月4回注文用紙の6桁番号注文欄に
注文番号・数量をご確認のうえご記入ください。

●お電話でのご注文はコールセンターへ
0120-577-039
8：30～21：00（土曜18：00まで）日曜休業

＊代金のお支払いは銀行振込みとなります（振り込み手数料組合員負担）
なお、ご利用金額により事前にお振り込みいただき入金確認後の発送となる場合がございます。
●ならコープ コープサービスホームページよりインターネットでお申し込みください。
http://www.naracoop.or.jp/cs/
●ハガキ又はFAXでお申し込みの場合は以下の事柄をご記入のうえ、発送（FAX）ください。
①氏名 ②組合員番号 ③郵便番号 ④住所 ⑤電話番号 ⑥注文番号 ⑦公演名 ⑧公演日時 ⑨枚数
＊ハガキは受付期間内必着。FAXは着確認を行ってください。（土 ・ 日休業）

携帯電話・県外・IP電話からは0743-68-3100

＊代金のお支払いは登録口座から引き落しです。

●インターネットでのご注文は「eフレンズ・なら」から 検索ならコープ

チケット申し込み方法 受付期間：1111月1616日（月）～1111月2121日（土） 右記内容をご確認の上、お申し込みください。

検索ならコープ 便利

①受付期間後のキャンセル・変更はお受けできません。
②生協で確保できる座席数を超えるご注文となった場合には、抽選となります。
選外の組合員様にのみ、ハガキまたはお電話にて注文の翌週から翌々週の火曜日をめどに
お知らせいたします。
③座席の割振りは抽選にて決めさせていただきます。特定のお席のご希望はお受けできません。
④期間限定のチケットは必ず有効期限内にご利用ください。
有効期限を過ぎたチケットはご利用いただけません。
⑤座席指定券、自由席券及び宿泊チケットは簡易書留、その他は
　普通郵便でお届けいたします（一部宅配便の場合あり）。
チケット発送日以降、1週間を経過しても届かない場合は
「チケットサービス」までご連絡ください。
⑥チケットには下記の事務手数料が1枚に付き加算されます。
　 （座席指定、自由席、宿泊チケット：180円。その他：45円）
⑦障がい者割引・高齢者割引・各種割引チケット等につきましては、
　各自で直接お問い合せ先にお尋ねください。
⑧チケットの価格は消費税込みでのご案内です。

簡易書留でのお届けの際、
お留守の場合は不在連絡票が
入ります。保管期間内（７日間）に
必ずお受け取りいただきますよう
お願いいたします。

…確保できる枚数を超える場合は抽選となります。限定
あり …請求明細書に記載されるお日にちです。（店舗利用の方はお振込となります。）請求…チケットを発送する日です。発送  

ご注意

  

〒630-8503 奈良市恋の窪1-2-2　　　　　　　チケットサービス
TEL 0120-445-152／0742（34）0243　FAX 0742（34）8226
お電話の際は、組合員番号をお伝えください。　営業時間／9：00～18：00（土 ・ 日休業）

【大切なお知らせ】

※12月1回はお休みです。次回は12月2回です。

上記予めご了承の上ご注文ください。

※新型コロナウイルス対策の為、ご案内の内容が予告なく変更となる場合が
　ございます。各お問合せ先のHP等で最新の情報をご確認ください。
※指定席に関しましては、感染予防に対応した席の配置でチケットをご用意させて
　いただく場合がございます。
※各種キャンペーン（Go To等）には対応しておりません。



  

2

※上映期間・劇場・当日料金は予定ですので、新聞広告またはご覧になる劇場にてご確認ください。※当日窓口料金 ： 大学・高校生は１,５００円（劇場に
よっては1,000円）、小中学生は1,000円、シニア（６０歳以上）1,200円～になります。※入替制の劇場では事前に券を窓口で交換する必要があります。
※劇場により、各種サービスデイを実施しております。※前売りプレゼントはございません。※3D／4D／IMAX等を含む特別上映をご鑑賞の場合は、別途
料金のお支払が必要になります。ジュニア ： ３歳～中学生（劇場によっては高校生まで）　PG前売価格 ： 一般／1,400円　ジュニア／800円

©Fujiko Pro／2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partnerｓ©Fujiko Pro／2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partnerｓ

映画 「STAND BY ME 
        ドラえもん 2」

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,900円～ 1,400円 149888 
ジュニア1,000円 800円 149896 

TＯＨＯシネマズ橿原、ユナイテッド・シネマ橿原、
シネマサンシャイン大和郡山、イオンシネマ西大和、
イオンシネマ高の原、あべのアポロシネマ、
ＴＯＨＯシネマズなんば　ほか　

１１月２0日（金）～
上映期間中

有効
期間
予 定
上映館

事務手数料1枚につき45円加算

誰もが知っているあの二人が、
ついに結婚する。
結婚は、過去と未来をつなぐ
タイムマシンだった。

発送   
11/25

請求
12/7～
12/11

三沢厚彦
ANIMALS IN ABENO HARUKAS

親子券 ： 一般1名＋中小生１名

ペア券のご案内はございません。　
未就学児無料
障がい者手帳をお持ちの方は、当日券に
限り、ご本人と付き添いの方1名まで
当日料金の半額。

三沢厚彦（1961年京都生まれ）は、日本を代表する現代木彫家のひとりです。2000年から制作を
開始した「ANIMALS（アニマルズ）」のシリーズは、さまざまな動物たちを等身大で存在感豊かに表現し、
子どもから大人まで幅広い人気を集めてきました。地上80mの高さに位置する都市型美術館ならではの
空間で、三沢の生み出すアニマルたちがどのような表情をみせてくれるのか、ぜひご期待ください。

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,400円 1,200円 149233
大高生 1,000円     800円 149241
中小生 500円     300円 149250
親子券 ――― 1,400円 149268

事務手数料1枚につき45円加算

あべのハルカス美術館
（近鉄大阪阿部野橋駅、JR・大阪メトロ天王寺駅下車、 あべのハルカス16階）

会場

11月21日(土)～2021年1月17日(日)
【火～金】10:00～20:00　【月・土・日・祝】10:00～18:00
（入館は閉館の30分前まで）
休館日 : 12/31、1/1

会期

PG前売価格 ： 
一般／　 1,200円　
大高生／　800円　
中小生／　300円　
親子券／1,400円

▲

あべのハルカス美術館 06-4399-9050

発送   
11/25

請求
12/7～
12/11

お得感満載 ！ 落語と
浪曲で２度おいしい
充実の２時間

毎年恒例の米朝一門による落語会、
笑って寒さを吹き飛ばしましょう ！

＜演目＞当日のお楽しみ 出演 ： 桂ざこば、桂 南光、桂 吉弥、桂歌之助、桂慶治朗
演目は当日のお楽しみ

城陽で喬介 in プラネタリウム
～南龍・喬介二人会

文化パルク城陽開館25周年記念事業
米朝一門会

公演日時（2021年） 注文番号
1月22日（金）14：0０ 130443 公演日時 注文番号

12月17日（木）18：3０130664   
12月18日（金）18：3０130672   

公演日時（2021年） 注文番号

1月22日（金）
13：0０130630  
18：0０130648  

1月25日（月）13：0０130656  

公演日時（2021年） 注文番号
2月13日（土）14：0０ 130362  

事務手数料1枚につき180円加算 事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
自由席 2,500円 2,000円

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定 4,000円 3,300円

乳幼児入場不可 未就学児入場不可

▲

文化パルク城陽プラネタリウム 0774-55-7667

▲

文化パルク城陽 0774-55-1010

文化パルク城陽 コスモホール（西館４階）
（近鉄寺田駅東出口徒歩約１０分）

会場 文化パルク城陽 プラムホール（東館２階）
（近鉄寺田駅東出口徒歩約１０分）

会場

※車椅子・介助席をご利用のお客様は文化パルク城陽プラネタリウムまで
お問い合わせください。※ご来場はできるだけ公共交通機関をご利用ください。

車椅子・介助席をご利用のお客様は文化パルク城陽までお問い合わせ
ください。ご来場はできるだけ公共交通機関をご利用ください。

限定
あり

発送   
1/6

請求
1/11～
1/15

PG前売価格 ： 2,000円 PG前売価格 ： 3,300円

限定
あり

発送   
1/13

請求
1/18～
1/22

０歳からのプラネタリウム
～やっぱり今年もジャズでのりのりだ ！ ～

▲

文化パルク城陽プラネタリウム 0774-55-7667

赤ちゃんが泣いても大丈夫 ！
ご家族みんなで楽しくすごしましょう ！

文化パルク城陽 コスモホール（西館４階）
（近鉄寺田駅東出口徒歩約１０分）

会場

車椅子・介助席をご利用のお客様は文化パルク城陽までお問い合わせください。
ご来場はできるだけ公共交通機関をご利用ください。

子ども ： 3歳以上有料

＜予定曲目＞
さんぽ、アンパンマンマーチ、
鬼滅の刃、打上花火　ほか

公演日時（2021年）券種（自由席）当日価格 ならコープ価格 注文番号

1月28日（木）
10：3０

大人 600円 600円 130427 
子ども 300円 300円 130435 

事務手数料1枚につき180円加算

出演 ： ジャパジー　
        酒井康充（サックス）、
        稲田修平（ギター）、
        上田高史（ドラム）

限定
あり

発送   
1/6

請求
1/11～
1/15

出演 ： 旭堂南龍（講談）、笑福亭喬介（落語）

未就学児入場不可　一般・学生席のうち一般席のみご案内　２公演セット券のお取扱いはございません。

未就学児入場不可　一般・学生席のうち一般席のみご案内　２公演セット券のお取扱いはございません。

未就学児入場不可　Ｓ・Ａ席のうちＳ席のみご案内

未就学児入場不可　Ｓ～Ｄ席のうちＡ席のみご案内

公演日時 注文番号
12月17日（木）19：0０ 130371 

公演日時（2021年） 注文番号
1月13日（水）19：0０ 130397  

公演日時（2021年） 注文番号
1月6日（水）19：0０ 130389  

公演日時 注文番号
12月28日（月）19：0０ 130460   

事務手数料1枚につき180円加算

事務手数料1枚につき180円加算

事務手数料1枚につき180円加算

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
一般指定 6,600円 6,270円

券種 当日価格 ならコープ価格
一般指定 6,600円 6,270円

券種 当日価格 ならコープ価格
Ｓ席 9,900円 9,405円

券種 当日価格 ならコープ価格
A席 5,000円 4,000円

庄司紗矢香 ×
ヴィキングル・オラフソン

樫本大進 ×
キリル・ゲルシュタイン

ニューイヤー・コンサート2021 
ウィーン・リング・アンサンブル

大阪交響楽団
特別演奏会「感動の第九」

▲

住友生命いずみホール 06-6944-1188

▲

住友生命いずみホール 06-6944-1188

▲

住友生命いずみホール 06-6944-1188

▲

大阪交響楽団 072-226-5522

作品に全力で向かい合う庄司の演奏はまさしく一期一会。
紡ぎだされる息の長いフレーズに身をゆだね、
作品の世界をたゆたうひと時をお過ごしください。

互いを知り尽くす盟友が紡ぐ、
心震えるヴァイオリン・ソナタ

2021年は定番のシュトラウス・ファミリーの
ワルツやポルカを中心とした、彼らならではの
ウィーン・プログラムをご堪能いただきます。
9人の名手たちが奏でる華やかな音楽で
“コンサート初め”はいかがでしょうか。

毎年恒例の「感動の第九」、今年は若手実力派指揮者、
石川星太郎が務めます。年の瀬のひとときを
ぜひ大阪交響楽団の「第九」でお過ごしください。

住友生命いずみホール
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約5分）

会場

住友生命いずみホール
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約5分）

会場

住友生命
いずみホール

会場

住友生命
いずみホール

会場

ザ・シンフォニーホール
（ＪＲ大阪環状線福島駅徒歩約７分、JR新福島駅・阪神福島駅徒歩約10分）

会場

©Norizumi Kitada©Norizumi Kitada

©Keita Osada ©Keita Osada 
　(Ossa Mondo A&D) 　(Ossa Mondo A&D) 

©Shumpei  Ohsugi©Shumpei  Ohsugi

©Ari Magg©Ari Magg

© 木之下 晃© 木之下 晃

©Marco Borggreve©Marco Borggreve

＜予定曲目＞
J.S バッハ ： ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ短調 BWV 1018
バルトーク ： ヴァイオリン・ソナタ第1番 Sz.75
プロコフィエフ : 5つのメロディ op. 35bis
ブラームス ： ヴァイオリン・ソナタ 第2番 イ長調 op. 100

＜予定曲目＞ 
プロコフィエフ ： 5つのメロディ op.35bis
フランク ： ヴァイオリン・ソナタ　イ長調
武満 徹 ： 妖精の距離
ベートーヴェン ： ヴァイオリン・ソナタ　第9番　イ長調
                 　op.47《クロイツェル》

＜予定曲目＞
J.シュトラウスⅡ ： オペレッタ「インディゴと40人の盗賊」序曲 
　　　　       ： シャンパン・ポルカ 
　　　　       ： 加速度ワルツ 
　　　　       ： ポルカ・シュネル「観光列車」
ヨーゼフ・シュトラウス ： ワルツ「オーストリアの村つばめ」
サン=サーンス・メドレー（没後100年記念）　ほか

＜予定プログラム＞　サン=サーンス ： ピアノ協奏曲第５番 ヘ長調 作品103「エジプト風」
　　　　　　　　　ベートーヴェン ： 交響曲第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」

出演 ： 山口綾規（オルガン）、

         コロン・エリカ（ソプラノ）

＜演奏予定曲目＞
J.S.バッハ ： トッカータとフーガ 
                ニ短調 BWV565
バッハ/グノー ： アヴェ・マリア
クリスマスキャロル集　ほか

※都合により、出演者、曲目、曲順が
　変更になる場合がございます。
　ご了承ください。

限定
あり

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

出演 ： 庄司紗矢香（ヴァイオリン）、ヴィキングル・オラフソン（ピアノ）

出演 ： 樫本大進（ヴァイオリン）／
         キリル・ゲルシュタイン（ピアノ）

特別出演 ： 金春流シテ方能楽師 山井綱雄

出演 ： ウィーン・リング・アンサンブル

指揮 ： 石川星太郎
安達 萌（ピアノ）、四方典子（ソプラノ）、糀谷栄里子（アルト）、
小餅谷哲男（テノール）、 萩原寛明（バリトン）
合唱 ： はばたけ堺 ！ 合唱団／
　　　大阪交響楽団感動の第九特別合唱団2020　
合唱指揮／中村貴志　合唱ピアノ／北口裕子

限定
あり

発送   
12/16

請求
12/21～
12/25

限定
あり

発送   
12/16

請求
12/21～
12/25

（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約5分）

（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約5分）

未就学児入場不可
事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定5,000円 4,500円

クリスマス・オルガンコンサート

▲
リバティ・コンサーツ 06-7732-8771

敬虔な祈りは音楽となって羽ばたく

公演日時 注文番号

12月19日
（土）

12：0０ 130532 
16：0０ 130541 

限定
あり

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

ソロデビュー20周年上妻宏光
「生一丁 ！ 」 Tour 2020-2021〝伝統と革新″

嘉門タツオ
巣ごもりもいいけどねライブもね、2020年コロナに負けるな
◇吉例◇顔面蒼白歌合戦 ! !

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

公演日時（2021年） 注文番号
2月10日（水）18：3０ 130303  

事務手数料1枚につき180円加算

事務手数料1枚につき180円加算

事務手数料1枚につき180円加算

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定 6,000円 6,000円

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定 5,300円 5,300円

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定 13,000円 13,000円

上妻宏光
ソロデビュー20周年。 
原点である
津軽五大民謡を
“生音”で披露し、
“生き様”で魅せる ！

数々の替え歌で知られる
シンガー・ソングライター、
嘉門タツオの公演が決定 ！ ！ 

兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院 小ホール
（阪急西宮北口駅より南へ徒歩約2分）

会場

オリックス劇場
（大阪メトロ四ツ橋駅徒歩約5分、
  本町駅徒歩約7分）

会場

サンケイホールブリーゼ
（ＪＲ大阪駅徒歩約５分、
 大阪メトロ西梅田駅徒歩約３分）

会場

シアター・ドラマシティ
（ＪＲ大阪駅徒歩約８分、大阪メトロ梅田駅徒歩約５分）

会場

未就学児入場不可未就学児ひざ上無料。ただし、お席が必要な場合は有料。

限定
あり

発送   
1/13

請求
1/18～
1/22

限定
あり

発送   
12/9

請求
12/14～
12/18

公演日時 券種（指定） 当日価格 ならコープ価格 注文番号

12月30日（水）
16：0０

大人 6,000円 5,500円 130401 
小中学生 3,000円 3,000円 130419 

～来場者全員に、
　特製「鼻から牛乳フェイスシールド」を
　プレゼント ！ ！ ～（当日）

限定
あり

発送   
12/9

請求
12/14～
12/18

新春恒例奈良公演
「倭-YAMATO」2021

３歳以下入場不可　PG前売価格 ： 指定大人／5,000円　指定高校生以下／4,000円▲

㈱魂源堂 0744-54-5531
事務手数料1枚につき180円加算

奈良県文化会館 国際ホール
（近鉄奈良駅徒歩約５分）

会場

2021年が皆様にとって、より良い１年と
なりますよう、魂込めて打ちます ！ 
ご来場をお待ちしています ！ 
「倭-YAMATO」奈良・明日香村を拠点に
世界を翔ける和太鼓集団。

公演日時（2021年） 券種（指定） 当日価格 ならコープ価格 注文番号

1月16日（土）
14：0０

大人 5,500円 4,800円 130478  
高校生以下 4,500円 3,800円 130486  

1月17日（日）
14：0０

大人 5,500円 4,800円 130494  
高校生以下 4,500円 3,800円 130508  

限定
あり

発送   
12/16

請求
12/21～
12/25

Daiwa house presents billboard classics festival 2020

～Music has No Border～ 志の輔らくご in 大阪2020

PARCO劇場オープニング・シリーズ
「チョコレートドーナツ」

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

公演日時 注文番号
12月20日（日）16：0０ 130451 

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
全席指定 7,800円 7,800円

Music has No Border. あらゆる垣根を越えて、
今、『生の音楽』が生み出す感動をオーケストラと共に。

立川志の輔の

独演会が決定 ！ ！

全米映画祭が絶賛、観客賞を総ナメにし、
日本でもロングランヒットした、
映画「チョコレートドーナツ（原題 ： ANY DAY NOW）」。
実話から生まれた、魂を震わせる珠玉の作品を
東山紀之主演、宮本亞門演出で世界初の舞台化 ！

兵庫県立芸術文化センター ＫＯＢＥＬＣＯ 大ホール
（阪急西宮北口駅より南へ徒歩約2分）

会場

未就学児入場不可 未就学児入場不可

未就学児入場不可

出演 ： 矢井田瞳、藤巻亮太、中川晃教、サラ・オレイン
指揮・音楽監修 ： 藤原いくろう　管弦楽 ： 大阪交響楽団

原作 ： トラヴィス・ファイン／ジョージ・アーサー・ブルーム
翻案・脚本 ： 谷賢一　訳詞 ： 及川眠子
演出 ： 宮本亞門
出演 ： 東山紀之／谷原章介
　　　堀部圭亮、八十田勇一、妃海 風、まりゑ／
　　　モロ師岡、高畑淳子　ほか

その他の券種のお取扱いはございません。

限定
あり

発送   
12/9

請求
12/14～
12/18

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

フェスティバルホール
（大阪メトロ肥後橋駅下車、4番出口直結）

会場

事務手数料1枚につき180円加算
Ｓ席は１階・２階・３階前方、Ａ席は３階後方となります。　ＢＯＸ・Ｓ・Ａ席のうちＳ・Ａ席のみご案内

石川さゆり コンサート 大阪公演

音楽の殿堂・フェスティバルホールで、
「津軽海峡・冬景色」「天城越え」等、
名曲の数々を熱唱いたします。

公演日時（2021年） 券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

1月17日
（日）

13：0０ S席 7,800円 7,300円 130320 
A席 5,800円 5,300円 130338 

17：0０ S席 7,800円 6,800円 130346 
A席 5,800円 4,800円 130354 

未就学児入場不可

限定
あり

発送   
12/16

請求
12/21～
12/25

限定
あり

発送   
12/16

請求
12/21～
12/25

限定
あり

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

受付期間後のキャンセル・変更はできません。予めご了承のうえお申し込みください。
申し込みの際は、必ずP.1のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意！はなまるプレスはなまるプレス新11月4回



▶ホテルニューオータニ大阪イベント係直通 0570-00-2345（10：00～18：00）

会場ホテルニューオータニ大阪 ２階 鳳凰の間（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約３分、大阪メトロ大阪ビジネスパーク駅徒歩約３分）

ホテルでは様々なステージショー、お笑いが登場 ！ 同会場にてビンゴ大会も開催 ！

3

   

▲

和心旬彩 06-6440-5999（10:30～20：30）　ご予約はご利用日から２ヶ月前より承ります

梅田スカイビル 和心旬彩　
絶景とめぐる＜冬の味覚会席＞

事務手数料1枚につき45円加算

ご利用は２名様より承ります。必ず前日迄にご予約の上、ご来店下さい。やむを得ない事情により、臨時休業や営業時間を短縮させていただく場合がございます。

[絹谷幸二天空美術館 ： 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）・１２/１５（火）～１７（木）は
 天空美術館休館の為、絹谷幸二天空美術館入館券付きプランはご利用いただけません。]

券種（お一人様） 当日価格 ならコープ価格 注文番号
空中庭園展望台入場券付 7,407円 3,650円 148903 

絹谷幸二天空美術館入館券付 6,907円 4,150円 148911 赤海老のケジャン風とシャトーブリアンの低温ロースト サラダ仕立て
寒鰤の柚子梅酒鍋／三元豚の味噌麹漬け 幻想スモーク仕立て
鯛と蟹の湯葉蒸し 黒胡椒餡かけ／牛リブロースと茶そばの焼きしゃぶ

小柱と赤しば漬けの天ぷら出汁茶漬け／氷菓子

１２月1日（火）～２０２１年２月２８日（日）
除外日 ： 12/28～1/5（年末年始）※メンテナンス休業あり（不定休）
利用時間 ： ランチ   11：30～15：00（最終来店時間14:00 ラストオーダー）　
               ディナー17：00～22：00（最終来店時間21:00 ラストオーダー）

有効
期間

【メニュー】

写真はイメージです。写真はイメージです。

季節の移ろいを感じさせる「中自然の森」に面した和食のお店より、旬の味覚を
ふんだんに取り入れた会席料理と、地上１７３ｍでの空中散歩をお愉しみ
いただける「空中庭園展望台入場券」や、２７階に位置する眺望抜群の
体験型ミュージアム「絹谷幸二天空美術館」がセットになった、景色とお食事を
存分にお愉しみいただけるプラン ！

梅田スカイビル Ｂ1階 和心旬彩会場
（各線『大阪駅』『梅田駅』徒歩約9分）

 税・サービス料込み

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

写真はイメージです。写真はイメージです。

▲

中国料理 燦宮 06-6440-3889（10:30～20：00）　ご予約はご利用日から２ヶ月前より承ります

お料理内容は食材の入荷状況により変更になる場合がございます。※ご利用は２名様より承ります。必ず前日迄にご予約の上、ご来店下さい。
大人1名様追加料金7,018円（税・サ込）コース料理のみ※特別営業等により、ご希望日にご利用いただけない場合がございます。　税・サービス料込み

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 7,018円 3,650円 148920

お一人様（空中庭園展望台入場券付） 8,518円 4,650円 148938
お一人様（絹谷幸二天空美術館入館券付）8,018円 4,150円 148946

梅田スカイビルタワーイースト ３９階 中国料理「燦宮」
（各線『大阪駅』『梅田駅』徒歩約9分）

会場

１２月１日（火）～２０２１年２月２８日（日）
除外日 ： 12/28～1/5（年末年始）※メンテナンス休業あり(不定休)
利用時間 ： 11:30～15:00（最終来店時間14:00 ラストオーダー）
               ご利用はランチタイムのみになります。

有効
期間特製前菜三種盛り合わせ

蕪とゆず入りふかひれスープ
ホタテ、海老と季節野菜の

薄塩炒め
鰆の蒸し物と九条葱、
白髪葱添えSOYソース
奥丹波鶏の塩麹漬け

真空調理
ズワイ蟹の餡かけ炒飯
デザートプレート

【メニュー】

中国料理 燦宮よりお届けする冬の味覚コース。広東料理をベースに
燦宮オリジナルスタイルで、組合員様にお届けする他では味わえない魅惑の逸品。

梅田スカイビル 中国料理 燦宮
冬の味覚コース

事務手数料1枚につき45円加算[絹谷幸二天空美術館 ： 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）・１２/１５（火）～１７（木）は
 天空美術館休館の為、絹谷幸二天空美術館入館券付きプランはご利用いただけません。]

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

大阪城イルミナージュ／
京都二条城イルミナージュ

▲

大阪会場 06-6452-6452（イルミナージュ事務局）

▲

京都会場 070-2280-8811（京都二条城イルミナージュ事務局）

大阪城西の丸庭園
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約15分、
 大阪メトロ谷町四丁目駅徒歩約10分）

会場

券種 当日価格 ならコープ価格
大人 1,500円 1,350円
事務手数料1枚につき45円加算

大人 ： 中学生以上　
小人 （3歳～小学生）は現地でチケットをお買い
求めください。800円　3歳未満無料
新型コロナ感染対策について詳しくはHPでご確認ください。

会場 券種 注文番号
大阪 大人 149527 
京都 大人 149713 

豊臣城下町・大阪歴史探訪の旅豊臣城下町・大阪歴史探訪の旅大阪大阪
様々な大阪ならではのイルミネーションで演出 ！様々な大阪ならではのイルミネーションで演出 ！

豊臣時代のエリアも ！豊臣時代のエリアも ！

Four Seasonsー 春夏秋冬 ーFour Seasonsー 春夏秋冬 ー京都京都
二条城の歴史を、京都の美しい春夏秋冬の二条城の歴史を、京都の美しい春夏秋冬の
景色とともにイルミネーションで演出。景色とともにイルミネーションで演出。

【大阪】11月27日（金）
   ～2021年3月7日（日）
【京都】12月14日（月）
   ～2021年2月21日（日）

会期

          ※京都のみ12/29～31除く
時間 ： 17：00～22：00 （点灯17：30▶ 21：30）
雨天決行

元離宮二条城（地下鉄二条城前駅すぐ）

発送   
11/25

請求
12/7～
12/11

コ・ス・パ ビジターチケット

国立文楽劇場 新春文楽公演

▲

上記の各店にお問い合わせください。

上記以外のコスパもご利用いただけます。（テニスを除く）
※ご利用の際、各店HPにて最新情報を確認してください。

コ・ス・パがお得に使えるビジターチケット ！

近隣施設のご紹介 電話番号 定休日
コ･ス･パ松井山手 0774-68-1535 火
コ･ス･パ長岡京 075-958-3140 木
コ･ス･パ二条 075-803-3108 木
コ･ス･パ
京都リサーチパーク 075-315-9155 火

コ･ス･パ桃山六地蔵 075-605-5735 木
コ･ス･パ王寺 0745-32-5454 木
コ･ス･パ五位堂 0745-71-5110 木
コ･ス･パ高の原 0742-71-5211 木
コ･ス･パ八尾 072-995-2200 火
コ･ス･パ西大寺 0742-32-0700 金

コ・ス・パ各店会場２０２１年２月２８日（日）
（各店最終営業日）まで

有効
期間

利用年齢制限 ： １5歳以上(中学生除く）　
※チケット１枚に付きお一人様ご利用いただけます。

休館日 ： 各店HPにてご確認ください。

※次の事項に該当する方は、当クラブをご利用いただけません。
　健康を害しており、運動をすることが好ましくないと判断される場合。
　当フィットネスクラブが審査を行い、安全を確保できないと判断される場合。
　医師から運動を禁止されている方。刺青（タトゥー）のある方。妊娠中の方。

事務手数料1組につき45円加算

券種 ならコープ価格 注文番号
３枚組 4,560円 149411
５枚組 6,150円 149420

発送   
11/25

請求
12/7～
12/11

シェラトン都ホテル大阪日本料理 うえまち ランチ

事務手数料1枚につき45円加算税金・サービス料込み

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 5,082円 4,000円 148318

シェラトン都ホテル大阪 
３階 日本料理 うえまち（近鉄大阪上本町駅直結）

会場

お届け日～２０２１年１月３１日（日）
除外日 ： 1/1～1/5　時間 ： 11：30～14：30

有効
期間

真心を込めたおもてなしで
伝統と今様の日本料理をご提供いたします。
四季折々の旬の食材を使い、
素材そのものの味を活かした逸品を
ご堪能ください。

▲

シェラトン都ホテル大阪 日本料理 うえまち ０６-６７７３-１２５３

造り／弁当（焚合せ、焼魚、和え物　など）
天ぷら／押し寿司／吸物／水菓子

【メニュー例】

お料理内容は季節や月毎に替わります。必ずご予約のうえご利用ください。 

写真はイメージです。写真はイメージです。

ホテルニューオータニ大阪
ニューイヤーバラエティチケット

ホテルニューオータニ 大阪
ペントハウスバル 飲み放題 【お料理３品＋ローストポーク】

▲

ホテルニューオータニ大阪１８階スカイラウンジ フォーシーズンズ 06-6949-3294（直通）
事務手数料1枚につき45円加算

必ずご利用の2日前までにご予約のうえ
ご利用ください。
予約状況によりご希望日にご利用
いただけない場合がございます。　
未就学児のご利用はできません。　税・サービス料込

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 10,000円 4,300円 149314

ホテルニューオータニ大阪 １８階 スカイラウンジ フォーシーズンズ
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約３分、大阪メトロ大阪ビジネスパーク駅徒歩約３分）

会場

１２月１日（火）～２０２１年２月２８日（日）
除外日 ： 12/19～25、12/31～1/3、特別催事期間
利用時間 ：17：00～23：00　※120分制　90分ラストオーダー

有効
期間

ホテル最上階　
“絶景ダイニング”で過ごすロマンティックなひとときを・・・

[お料理３品＋１品]
スモークサーモン／スライダーズバーガー
フライドポテトラクレットチーズかけ
さらに生協組合員様には冷製ローストポークがプラスされます
［飲み放題］スパークリングワイン／ワイン／ビール
　　　　　ソフトドリンク／各種カクテルなど
　　　　　約70種類を取りそろえております。

写真はイメージです。写真はイメージです。

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

ひらかたパーク

▲
ひらかたパーク 072-844-3475

ウインターカーニバル ： スケートとスノーランドでお楽しみいただけます。
                               なお、スケート貸靴は別途料金が必要です。

払い戻し及び期限切れのチケットのご利用は一切できません。
ご来園の際は、コロナウイルス感染拡大予防対策にご協力をお願いいたします。

ひらかたパーク（京阪枚方公園駅徒歩約３分）会場

 入園＋フリーパス引換券
券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

おとな（中学生以上）4,500円 3,900円 147982
小学生 3,800円 3,300円 147991

２歳～未就学児 2,600円 2,400円 148008
 入園＋ウインターカーニバル入場券　※ 12月19日（土）より営業

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
おとな（中学生以上） 2,100円 1,500円 148016
こども（２歳～小学生）1,400円 1,100円 148024

事務手数料1枚につき45円加算

１２月５日（土）～２０２１年２月２８日（日）有効
期間 営業時間及び休園日 ： 詳しくは、ひらかたパークホームページにて

ご確認ください。www.hirakatapark.co.jp　

＜予定曲目＞
さんぽ、アンパンマンマーチ、
鬼滅の刃、打上花火　ほか

毎年恒例の「感動の第九」、今年は若手実力派指揮者、
石川星太郎が務めます。年の瀬のひとときを
ぜひ大阪交響楽団の「第九」でお過ごしください。

（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約5分）

発送   
11/25

請求
12/7～
12/11

[受付]   17：30～
[ディナー]18：00～
[ショー]  19：30～

2018年ものまね王座決定戦で優勝を飾った
大阪発のものまね界期待の超新星 君島 遼が
2020年最後の大晦日ディナーショーに登場 ！

お正月限定で開催される大人気の
キャラクターショーや昔懐かしの縁日コーナー、
ホテルの美味しい屋台の数々など、
お正月を満喫できるスペシャルチケットを販売 ！

料金にはお食事、お飲物、
ショー、税金・サービス料が
含まれております。

ショー内容（抜粋）
1/1　それいけ ！ アンパンマン ショー、よしもとミニ新喜劇
　　 新春大ビンゴ大会、落語 桂花團治、餅つき大会
1/2　おしりたんていショー ププッ レインボーダイヤをさがせ
　　 よしもと漫才、新春大ビンゴ大会、落語 露の吉次、餅つき大会

開場時間 ： 11：00～18：00（屋台での食事提供は16：00まで）

通常価格１名様8,000円
（3,000円の入場料、4,000円分のお正月満喫チケット、  
 1,000円のビンゴカード、税金・サービス料）　

公演日時 注文番号
１２月３１日（木）17：3０ 130621 

公演日時（2021年） 注文番号
１月１日（金・祝）11：0０ 148148  
１月2日   （土）  11：0０ 148156  

券種 当日価格 ならコープ価格
大人お一人様 19,000円 14,000円

券種 通常価格 ならコープ価格
お一人様 8,000円 4,000円

君島 遼　
2020フェアウェルディナーショー

事務手数料1枚につき180円加算

事務手数料1枚につき180円加算

新型コロナウイルスの感染状況によっては、イベントの中止や内容が
変更となる場合がございます。予めご理解を賜りますようお願い申し上げます。
詳しくはホームページをご覧ください。

限定
あり

発送   
12/16

請求
12/21～
12/25

© やなせたかし／フレーベル館 ・ TMS ・ NTV© やなせたかし／フレーベル館 ・ TMS ・ NTV ©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会

限定
あり

発送   
12/16

請求
12/21～
12/25

①11：30～ 
②15:45～

①11：30～ 
②15:45～

１/１
（金・祝）

１/2
（土）

それいけ ！ アンパンマン ショー おしりたんていショー
 ププッ レインボーダイヤをさがせ

観覧無料 観覧無料 大人、お子様同額

▲

国立文楽劇場 06-6212-2531

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
一等席 5,000円 4,500円

国立文楽劇場
（大阪メトロ・近鉄日本橋駅７号出口徒歩約１分）

会場

未就学児入場不可　1・２等席のうち１等席のみご案内　
学生の取り扱いは窓口のみ　
障害者割引については直接お問合せください。

公演日時（2021年） 注文番号

【第1部】
１1：0０

1月 7日（木） 136352 
1月10日（日） 136387 
1月16日（土） 136417  
1月20日（水） 136441  

【第２部】
１４：3０

1月 7日（木） 136361  
1月10日（日） 136395   
1月16日（土） 136425 
1月20日（水） 136450  

【第３部】
１8：00

1月 7日（木） 136379  
1月10日（日） 136409  
1月16日（土） 136433  
1月20日（水） 136468  

字幕表示がございます。

　　  第２部　午後２時30分開演
『碁太平記白石噺（ごたいへいきしらいしばなし）』
　浅草雷門の段・新吉原揚屋の段　
『義経千本桜（よしつねせんぼんざくら）』
　道行初音旅

第３部　午後6時開演  
『妹背山婦女庭訓（いもせやまおんなていきん）』
　道行恋苧環・鱶七上使の段
　姫戻りの段・金殿の段

限定
あり

発送   
12/16

請求
12/21～
12/25

第2部　義経千本桜 道行初音旅第2部　義経千本桜 道行初音旅

  第１部　午前１１時開演
『菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅてならいかがみ）』
　車曳の段・茶筅酒の段・喧嘩の段・訴訟の段・桜丸切腹の段

受付期間後のキャンセル・変更はできません。予めご了承のうえお申し込みください。
申し込みの際は、必ずP.1のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意！はなまるプレスはなまるプレス新11月4回



  

4

食欲の秋～初冬にぴったりの欲張りランチコースにビールをお付けします ！
主菜を「すき焼き」「天婦羅盛り合わせ」「国産牛ステーキ」「オマール海老のチリソース」からおひとつ、お選び頂けます。
（１月４日以降はメニューが変わります）。お食事、デザートまで付いており、満足のランチコースです。

▲

THE KASHIHARA 1F カフェレストラン「甘樫」 0744-28-6636

事務手数料1枚につき45円加算
ウイルス等感染状況により、予告なく中止または変更させて頂く事もございます。
必ず事前にご予約をお願い致します。ご予約を頂けませんと、お席をご準備できない
場合がございます。ホテルご予約時にならコープチケットをご利用の旨お伝え下さい。

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 3,080円  2,200円 148482 

THE KASHIHARA 
１Ｆ カフェレストラン「甘樫」
（近鉄橿原神宮前駅東出口より徒歩約1分）

会場

お届け日～２０２１年２月２８日（日）
除外日 ： 12/31～1/3、その他、ウイルス等感染状況により、
           予告なしに休業する場合がございます。
時間 ： 11：30～14：00（13：30最終入場）

有効
期間

消費税・サービス料込み

▲

大阪マリオット都ホテル レストラン「ＺＫ」 0120-611-147又は06-6628-6187（10：00～20：00）

ドレスコード ： スマートカジュアル
カジュアルな服装（ランニングシャツ・短パン・サンダル・ジャージ等）
でのご来店はご遠慮いただいております。
メニューは予告なく変更になる場合がございます。必ずご予約の上、ご利用ください。税金・サービス料込み　 事務手数料1枚につき45円加算

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 6,655円 5,400円 147508

大阪マリオット都ホテル 57階 レストランＺＫ
（JR天王寺駅隣接、近鉄大阪阿部野橋駅直結）

会場お届け日～２０２１年２月２８日（日）
除外日 ： 1/1～3　時間 ： 11：30～15：00

有効
期間

ホテル最上階の57階 地上270mの足元から天井まで広がるワイドビューの窓からの絶景を眺めながら、お食事をお楽しみ
いただけます。レストラン「ＺＫ」で上質な非日常をご堪能ください。欧風ランチ・鉄板焼・寿司からお選びいただけます。

【寿司コース】（11月～2月）
お楽しみ前菜の盛り合わせ

アオリイカの軽い墨煮と蓮根のスパゲッティ ボッタルガ添え
ローストビーフ スパイス香る林檎と蜂蜜のソース

テリーヌマロン キャラメルバターミルクとカシスのアクセント
パン　コーヒー／紅茶

※1月以降はメニューが変更となります。

付出し／お造り2種盛り／サラダ
旬魚の鉄板焼／国産牛ロース肉(60g)

野菜の鉄板焼
御飯、赤出汁、香の物

デザート
コーヒー／紅茶

先付け ： 本日の一品料理
揚げ物 ： 野菜天婦羅盛り合わせ

温物 ： 茶碗蒸し
食事 ： にぎり寿司10種、細巻き
味噌椀 ： 赤味噌仕立て

水菓子

【欧風ランチコース】（11月～12月） 【鉄板焼特別コース】（11月～2月）

or or

写真はイメージです。写真はイメージです。 写真はイメージです。写真はイメージです。 写真はイメージです。写真はイメージです。

大阪マリオット都ホテル
ラウンジプラス「アフタヌーンティー」

事務手数料1枚につき45円加算必ずご予約のうえ、ご利用ください。
仕入れ状況によりメニューを変更する場合がございます。　税、サービス料込▲

大阪マリオット都ホテル「LOUNGE PLUS」  0120-611-147／06-6628-6187（10:00～20:00）

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 5,445円 4,800円 149985
必ずご予約のうえ、ご利用ください。
仕入れ状況によりメニューを変更する場合がございます。　税、サービス料込▲

大阪マリオット都ホテル「LOUNGE PLUS」  0120-611-147／06-6628-6187（10:00～20:00）

大阪マリオット都ホテル ラウンジプラス１９Ｆ
（JR天王寺駅隣接、近鉄大阪阿部野橋駅直結）

会場 大阪マリオット都ホテル ラウンジプラス１９Ｆ

お届け日～２０２１年２月２８日（日）
除外日 ： 12/23～25、1/1～3　時間 ： 13：00～17：00（ＬＯ）

有効
期間

ラウンジプラス「アフタヌーンティー」
アフタヌーンティーのコンセプトは“Naturalité（ナチュラリテ）”アフタヌーンティーのコンセプトは“Naturalité（ナチュラリテ）”
季節の味覚が満載のセイボリーと、自然の甘味料を使用した体に優しいデセール。季節の味覚が満載のセイボリーと、自然の甘味料を使用した体に優しいデセール。
ドリンクは10種類のTWG TEAを含む全30種類より、お好きなものをお選びください。ドリンクは10種類のTWG TEAを含む全30種類より、お好きなものをお選びください。
地上約100mからの眺望と共にピクニック気分で味わえるアフタヌーンティーです。

写真はイメージです。写真はイメージです。

SavorySavory　緑茶風味の十勝牛コンフィ／安納芋のキャラメリゼ スノースタイル緑茶風味の十勝牛コンフィ／安納芋のキャラメリゼ スノースタイル
                ショーソン・オ・ポンム／真鯛のマリネと温州みかんのテリーヌ                ショーソン・オ・ポンム／真鯛のマリネと温州みかんのテリーヌ
                ゴルゴンゾーラとショコラのケーク／海老とボローニャハムのブーケサンドウィッチ                ゴルゴンゾーラとショコラのケーク／海老とボローニャハムのブーケサンドウィッチ
                プレーンスコーンとオレンジスコーン                プレーンスコーンとオレンジスコーン

Thé et CaféThé et Café　紅茶／ブレンドコーヒー／ウィンナーコーヒー／エスプレッソ　紅茶／ブレンドコーヒー／ウィンナーコーヒー／エスプレッソ
　　　　　　　　ダージリン ヒマラヤ／アップル／フレンチアールグレイ　　　　　　　　ダージリン ヒマラヤ／アップル／フレンチアールグレイ
　　　　　　　　モロッカンミントティー／カモミール／パピヨン／エリタージュ　ほか　　　　　　　　モロッカンミントティー／カモミール／パピヨン／エリタージュ　ほか

Dessert　Dessert　グラスデザート２種 ： クレームショコラ オレンジとキャラメルシャンティーグラスデザート２種 ： クレームショコラ オレンジとキャラメルシャンティー
                                          フロマージュフレ イチゴのエスプーマ                                          フロマージュフレ イチゴのエスプーマ
　　　　　　小菓子5種 ： マカロンシトロン／タルトフレーズ　ほか　　　　　　小菓子5種 ： マカロンシトロン／タルトフレーズ　ほか

◎先附　◎旬菜楽盛
◎主菜　～お好みの主菜１品をお選びください～

・すき焼き
・天婦羅盛り合わせ
・国産牛肉のステーキ

・オマール海老のチリソース
◎食事　◎香の物　◎留椀　◎水菓子　

1月より冬季の食材に変更予定です。
料理内容等は都合により変更になる場合がございます。
掲載写真は全てイメージです。

かんぽの宿 奈良
日帰りランチ

ダイワロイヤルホテルTHE KASHIHARA
カフェレストラン「甘樫」季節ランチ

１２月１０日（木）～２０２１年２月２８日（日）
除外日 ： 12/31～1/2　時間 ： 11：30～14：30（オーダーストップ14：00）

有効
期間

料理長創作ランチ＆お土産付き
【お土産】
奈良県の酪農家の新鮮な搾りたての牛乳を
使ったミルクジャム、もしくは大和茶ミルクジャムの
どちらかお選びいただけます。

かんぽの宿 奈良
（平城宮跡のすぐ西側、近鉄大和西大寺駅から
 無料送迎を実施しております。（要予約））

会場

かんぽの宿
キャラクター
 ゆのぽん

写真はイメージです。写真はイメージです。

食事は、レストランにてお席をご用意いたします。
※料理内容及び器が変更になる場合がございます。

籠盛り  ： 季節の胡麻豆腐／季節の小鉢 二種
　　　    湯葉サラダ／お造り
蒸し物  ： 茶碗蒸し
油物    ： ポークのミルフィーユカツ 奈良漬のデミソースで
お食事  ： 白御飯／香の物
止　椀 ： 味噌汁
デザート ： 三輪そうめんプリン

～創作ランチお献立～

券種 ならコープ価格 注文番号
お1人様 3,000円 148857

事務手数料1枚につき45円加算

▲

かんぽの宿 奈良  0742-33-2351

必ずご利用の3日前までに、ご予約の上ご利用ください。　
（お子さまのお料理は当日ご注文ください。）　税金込み

【特典】
①売店10%割引券
　(一部商品を除きます)
②入浴料200円
　入浴利用は事前に
　ご予約ください。　
　１部11：00～12：00
　２部13：00～14：00
※ご利用の方は
　フェイスタオルプレゼント
（お１人様一枚）

ランチ・ディナーとも「本ズワイガニ食べ放題」 ！ ！ 

都シティ 大阪天王寺 スカイレストラン「エトワール」
かに食べ放題バイキング

▲

都シティ 大阪天王寺「エトワール」 06-6627-4905

都シティ 大阪天王寺 １７階 スカイレストラン「エトワール」
（JＲ天王寺駅東出口正面、近鉄大阪阿部野橋駅東口すぐ）

会場

写真はイメージです。写真はイメージです。

１１月１日（日）～２０２１年４月３０日（金）　有効
期間 除外日 ： 12/23～2021/1/3

利用時間 ： [ランチ]  11：30～15：00（90分制）  [ディナー]17：00～22：00（120分制）

大人 ： 中学生以上　小人 ： 小学生　　
幼児（４才～小学生未満）当日料金1,000円は当日お支払ください。　

事務手数料1枚につき45円加算

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

ランチ
平日 大人 5,000円 4,750円 148776

小人 2,000円 1,900円 148784

土日祝 大人 5,000円 4,850円 148792
小人 2,000円 1,900円 148806

ディナー
平日 大人 6,000円 5,750円 148814

小人 2,000円 1,900円 148822

土日祝 大人 6,000円 5,850円 148831
小人 2,000円 1,900円 148849

※フリードリンク（2,000円）をご利用の場合、ご利用時間はランチ90分、
　ディナー120分となります。必ずご予約の上、ご来店ください。
※都シティ 大阪天王寺では、お客様に安全で快適にご利用いただく
　ために、新たな衛生・消毒基準 として、Miyako Clean Guarantee
　「都クリーンギャランティー」を、導入しております。詳細は
　https://www.miyakohotels.ne.jp/fi le/oth_20200528_MCG3.pdf
※安全にお食事をお楽しみいただくために、お料理の小鉢小皿盛に
　よるご提供、フードカバー＆スニーズガードの設置、専用係員による
　消毒清掃の常時実施を行っております。　税金・サービス料込み

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

ホテル日航奈良 和処 よしの「冬の雪見弁当」

▲

ホテル日航奈良「よしの」 0742-35-5819

事務手数料1枚につき45円加算

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 3,410円 2,700円 149438

12月1日（火）～2021年2月28日（日）　
除外日 ： 12/27～1/3
利用時間 ： １１：３０～１４：３０

有効
期間

先附 /造里/おもてなし箱/
吸物/台物/御飯/香の物/留椀/水物

《メニュー例 》
必ずお電話にてご予約の上ご利用ください。
有効期限を過ぎたチケットはご利用いただけませんのでご了承ください。

消費税、サービス料込み

料理内容は食材の入荷状況により変更する場合がございます。予めご了承ください。

【和処「よしの」】
当日価格 ： 3,410円  （ランチ 2,900円＋コーヒー 510円）

会場 ホテル日航奈良 ３階  和処「よしの」
（ＪＲ奈良駅西口直結）

雪見弁当にコーヒーが雪見弁当にコーヒーが
付いてお得です。付いてお得です。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

《メニュー 》
当日価格 ： 3,080円  （季節ランチ2,530円＋ビール550円）

大阪マリオット都ホテル 
レストラン「ＺＫ（ジーケー）」選べるランチ

ホテル日航奈良 和処 よしの 忘年会プラン「さざんか」

▲

ホテル日航奈良「よしの」 0742-35-5819

事務手数料1枚につき45円加算

券種 ならコープ価格 注文番号
お一人様 7,000円 149748 

食前酢/先附/前菜

吸物/造里

台物（牛しゃぶ）

焼物/酢の物

御飯/香の物/味噌汁

デザート

内容 ： 会席＋飲み放題（ビール、日本酒、焼酎、ソフトドリンク）
※ランチ・ディナーどちらでもご利用可能

《メニュー例 》

必ずお電話にてご予約の上ご利用ください。
有効期限を過ぎたチケットはご利用いただけませんのでご了承ください。

消費税、サービス料込み

料理内容は食材の入荷状況により変更する場合がございます。
予めご了承ください。

会場 ホテル日航奈良 ３階  和処「よしの」
（ＪＲ奈良駅西口直結）

飲み放題がついた飲み放題がついた
お得なお得な
組合員様限定プラン ！ 組合員様限定プラン ！ 
（２時間制）（２時間制）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

12月1日（火）～12月25日（金）　
【ランチ】11：30～14：30　【ディナー】17:30～20:00（最終入店）
※ディナーのみ定休日がございます。詳しくはホテルにお問い合わせください。

有効
期間

ホテルニューオータニ大阪
冬の和・洋・中から選べる絶景・絶品ランチ
ホテルニューオータニ大阪直営の和・洋・中のレストランから
選べる贅沢ランチとデザートは最上階のスカイラウンジにて
優雅なアフタヌーンティータイムをお楽しみいただけます。

プラス
【スカイラウンジ【スカイラウンジ
「フォーシーズンズ」】「フォーシーズンズ」】
～スイーツ＆ティーセット～～スイーツ＆ティーセット～
絶景スイーツ＋コーヒー又は紅茶のセット絶景スイーツ＋コーヒー又は紅茶のセット            

▲

ホテルニューオータニ大阪 各店舗

事務手数料1枚につき45円加算
必ずご利用の２日前までにご予約のうえご利用ください。ご予約
状況によりご希望日にご利用いただけない場合がございます。
お申し込み時に生協チケットご利用の旨お伝えください。

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 8,228円  4,200円 148199

ホテルニューオータニ大阪
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約３分、大阪メトロ大阪ビジネスパーク駅徒歩約３分）

会場

１２月１日（火）～２０２１年２月２８日（日）
除外日 ： 12/31～1/3、特別催事日　

有効
期間

税金・サービス料込み

スイーツ＆ティーセットは予約状況によりレストラン会場になる場合がございます。　季節によりメニュー内容を変更する場合がございます。

or or

発送   
12/2

請求
12/7～
12/11

【中国料理「大観苑」】
06-6949-3215

【オールデイダイニング
  　　「ＳＡＴＳＵＫＩ」★平日限定】

06-6949-3234

ＳＡＴＳＵＫＩ特製前菜プレート
サーロイン タリアータ 

金と銀のバルサミコソース 海老グラタン添え
ライス又はパン

写真はイメージです。写真はイメージです。

前菜盛り合せ／フカヒレスープ

海老のチリソース／北京ダック／点心二種

豚肉ときのこのあんかけご飯

写真はイメージです。写真はイメージです。

【麺処NAKAJIMA】
06-6949-3254

先附け ： 冬野菜と油かすのはりはり
お造り ： 海老と帆立の煮凍り
焼き物八寸 ： 寒鰤吟醸焼き　菊花大根　  
　　　　　　数の子の松前漬け　
　　　　　　穴子手鞠寿司　海老芋柚子
　　　　　　味噌田楽　鶏おかき揚げ　
　　　　　　炙り明太子　胡瓜　大根おろし
揚物 ： 揚げ湯葉豆腐の蟹餡かけ
麺 ： 江戸前手打ちそば

新登場

いずれかいずれか
1品お選び1品お選び
くださいください

写真はイメージです。写真はイメージです。

利用時間 ： 11：00～14：00（最終入店）
利用時間 ： 11：00～14：00（最終入店）利用時間 ： 11：30～14：30（最終入店）

受付期間後のキャンセル・変更はできません。予めご了承のうえお申し込みください。
申し込みの際は、必ずP.1のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意！はなまるプレスはなまるプレス新11月4回


